
会長　梅村　良輔さん

このところすっかり日の出が遅
く、日の入りは早くなりました。
オリオン座の一等星の輝きが見え
なくなるのが朝6:30頃、宵の明星
が西の空へ浮かぶのが夕刻6:30頃。
先日の満月と相まって天体ショーを盛りあげ、
又、北の地域から目にも鮮やかな紅葉は南下を
辿り、各地の祭りはそこはかとなく、また、い
やがうえにも日本の風情をかきたてています。
我が佐世保ロータリークラブの「第3000回記

念例会」も3日後に迫り、何かと落ち着かない気
分です。姉妹クラブからは、台南RCより31名、
ラホヤRCより3名をお迎えし、地区、第5、第6グ
ループ各クラブからもお迎えする記念例会でご
ざいます。
最後の準備のほどよろしくお願い申しあげます。

○ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
○卓話者
米山記念奨学生
長崎県立大学4年生
グェン・ティ・ニュンさん

○ゲスト
米山奨学生カウンセラー
佐世保南RC 田添　孝佳さん

幹事　田中丸善弥さん

１．RIロータリー財団管理委員長 ビル・ボイドさん
国際ロータリー理事 近藤　雅臣さん
ロータリー財団管理委員 小沢　一彦さん
世界ポリオデーに寄せて：日本の皆様へ
10月24～28日の週、www.rotary.org/ja/con
tribute からオンラインで、100米ドル以上を
ポリオ・プラスにご寄付くださった方の認証
額を2倍とするキャンペーンを実施すること
となりました。
この「認証額2倍キャンペーン」のお知らせ
が届いております。

２．財団法人ロータリー米山記念奨学会
事務局長　坂下　博康さん

「ハイライトよねやま 139号（2011年10月13日
発行）」が届いております。

３．国際ロータリー第2740地区
ガバナー　岩永　信昭さん

他ガバナー補佐
第2520地区（岩手、宮城）、第2530地区（福島）
よりお礼状と被害状況が届きました。

４．国際ロータリー第2740地区
ガバナー　岩永　信昭さん
地区幹事　中野　哲生さん

10月5日ガバナー公式訪問歓迎会のお礼状が届
きました。

５．第2740地区ガバナー事務所
地区ホームページ更新のお知らせ
10月14日です。
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６．佐世保東南ロータリークラブ
「クラブ現況と活動計画書・前年度活動報告書」
が届きました。

７．新会員歓迎懇親会のご案内
日時／平成23年11月16日貉 18:00
場所／レオプラザホテル佐世保にて

（三浦町4-28・TEL 22-4141)

会費／6,000円

12名の新会員の方々との懇親会です。奮って
ご参加ください。

■出席・例会委員会 土
、
井　弘志さん

職業奉仕セミナー報告
日時／平成23年10月16日豸 14:00～16:00
場所／長崎新聞文化ホール

アストピア２階大ホールにて
講師／伊丹ロータリークラブ

国際ロータリー第2680地区
パストガバナー　深川　純一様

職業奉仕という高い理念のセミナーということ
でかなり難しいイメージで参加しましたが、深川
氏の講演では、過去の事例を交えながらロータリ
アンとしての心構えを説明いただきました。
企業の経営は、消費者、社員、地域、株主へ

責任を持ち、職業倫理を持った経営理念と実践
が大事であること。会社経営では利潤の追求で
得た利益を内部留保、役員報酬、株主配分とい
う形が多いが、ロータリー的な倫理感では、社
員への特別分配、さらに地域への分配なども奉
仕の精神であること。また、ロータリーの4つの
テストが、当初商工会議所での提言だったもの
がRIへ移行したことなどもわかりました。
ロータリアンは、職業倫理のもと世のため、

人のための奉仕をもって職業を営むべきである
と、強く説明されたことが印象に残っています。
私もロータリーに在籍して僅かでありますが、

活動を通じてさらに努力していきたいと思います。

■親睦活動委員会 委員長　円田　浩司さん

「第3000回記念例会」のご案内
日時／平成23年10月22日貍 18：00 集合
会場／九十九島観光ホテルにて

■ローターアクト委員会 F瀬　宏滋さん

ローターアクト例会報告
10月13日貅に、第59回ローターアクトの例会が

JR全日空ホテルでありました。長富委員長、増
本さん、坂本さん、目黒さんが出席され、ロー
ターアクトの活動内容が説明されました。今回
は、アクトメンバーの卓話で食文化についてい
くつかの国の代表的な料理や、その地域の観光
スポットの説明がありました。それと、今月末
の29日、30日に国際大学で行われる学園祭の話
もあり、出店する出し物の話で少しでも手助け
ができればと思いました。
次回のローターアクトの例会は、10月27日貅に

行われますので、お時間のある方はご出席よろ
しくお願いします。

松尾　文隆さん
10月15日貍、佐世保CCに於いて朗遊会を開催

いたしました。坂本　敏さんがOUT 39・IN 36・
グロス75・ネット67というすばらしいスコアで
優勝されました。皆様のご協力ありがとうござ
いました。

出席委員会　見藤　史朗さん
○永年会員表彰
佐保　　榮さん（28年）

○出席100％表彰
闍田　俊夫さん（17回）
中村　徳裕さん（11回）
田中　信孝さん（9回）
松尾　慶一さん（6回）
久富　洋一さん（1回）
佐藤　丈治さん（1回）
闍瀬　宏滋さん（1回）
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親睦活動委員会　坂本　　敏さん
○結婚記念月のお祝い
井上　斉爾・三穂　様ご夫妻（1日）
西村正一郎・美佐子様ご夫妻（1日）
古賀　　巖・良子　様ご夫妻（6日）
佐保　　榮・三枝子様ご夫妻（10日）
山下　　登・英子　様ご夫妻（12日）
久富　洋一・京子　様ご夫妻（20日）
有薗　良太・香津美様ご夫妻（21日）
佐々木秀也・美智子様ご夫妻（23日）

親睦活動委員会　大野　高広さん

梅村　良輔会長、才木　邦夫さん
本日のグェンさんの卓話を期待しています。と
同時に佐世保南RCの田添さんにはカウンセラー
としてご紹介いただき、お礼を申しあげます。

遠田　公夫さん
円田浩司君、今週金曜日、早朝6時の倫理法人

会の卓話、ありがとうございます。早朝からす
みません。

鬼木　和夫さん
誕生祝いありがとうございました。今年で66

歳になります。

佐保　　榮さん、F田　俊夫さん
中村　徳裕さん、久富　洋一さん
佐藤　丈治さん、F瀬　宏滋さん
永年会員表彰および出席100％表彰ありがとう

ございます。

井上　斉爾さん、山下　　登さん
佐々木秀也さん、佐保　　榮さん
古賀　　巖さん、久富　洋一さん
結婚記念日のお祝いありがとうございました。

坂本　　敏さん
朗遊会にて初めて優勝することが出来ました。

これも一緒に回っていただいた才木さん、平尾
さん、納所さんの励ましのおかげです。ありが
とうございました。ニコニコします。

中島　祥一さん、平尾　幸一さん
朗遊会にて入賞しましたので。

遠田　公夫さん、古賀　　巖さん
中村　徳裕さん、芹野　隆英さん
飯田　満治さん
いよいよ21日より3日間、第14回目のYOSAKOI
が始まります。これまでで最高の166チームが全
国から参加いたします。どうぞのぞいてくださ
い。総合司会は当クラブ中村君です。

『現在のベトナムの事情
及び日本との関係』

米山記念奨学生
長崎県立大学4年生

グェン・ティ・ニュンさん（ベトナム出身）
ホストクラブ：佐世保南RC

概要
ベトナムは中国の南、インドシナ半島の東岸に

沿って南北に長く伸びる国である。面積が33万裄
ある。人口が8,616万人しかいない小さい国である
が、54民族もある。人口の80％を占めるキン族が
話す言葉はベトナム語で共通語として使われてい
る。通貨はドン（1ドン＝0.004円）である。ベトナ
ムは仏教国で、主な産業が農業と水産業である。

気候
ベトナムは南北に1,200kmと長い国土を持つ

為、北部・南部で差がある。北部は熱帯性である
が、ちゃんと四節がある。 気温が高く湿度も高
い夏が長く続き、秋と冬、春が短い。南部は穏
やかな気候で、雨季と乾季しかない。

食文化
ベトナムの人々は米を主食に、植民地時代に

入ってきたフランスや中国といった国々の食を

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 25,000円

累　　計 282,000円

◇

卓　　話
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（今週の担当：佐藤　丈治）
（カメラ担当：松本　由昭）

クラブ会報委員会 委 員 長 中村　徳裕　　委　員 松本　由昭・大野　高広
副委員長 有薗　良太　　 久富　洋一・佐藤　丈治

＊次回例会予告＊

「第3000回記念例会」
～60年の歴史と共に～

日時：10月22日貍 18:00～ 記念撮影
18:30～ 記念例会

会場：九十九島観光ホテルにて

自国の食文化にうまく取り入れ、進化させてき
た。世界によく知られているのは生春巻とフォ
ーである。

政治と経済
ベトナムでは共産党一党独裁政治が行われてい

る。戦後、経済を回復させるために、1986年にベ
トナムは「ドイモイ」計画を実施し、海外からの
投資を呼び込んでいる。1995年にASEANに加盟
し、2007年にWTOに正式加盟した。一層の市場
経済化と国際経済への統合を推進している。ベト
ナムは政治も安定しており、賃金が安い。また若
い労働人材が豊富なため、中国・プラス1を考え
る投資家にとって魅力的な選択肢となっている。

日本とベトナムとの関係
江戸時代から鎖国政策が実施されるまで、日

本とベトナムの貿易は盛んだった。1973年に日
本とベトナムの国交が回復された。そして、
2009年に日本とベトナムが経済連携協定を結び、
日本・ベトナムからの輸入品目の92％が10年間
で免税されるようになった。経済連携協定が結
ばれた後、日本とベトナムとの貿易がますます
促進されている。

日本からの直接投資
東日本大震災、円高、中国の賃金の上昇などの

影響で現在、多くの日本企業はドンナイ省をはじ
めベトナムの各地に進出している。ベトナムの投
資・計画局によりこの時点まで日本からの投資が
約1,572件あり、その総額が220億ドルまで上った。

今後の進路及び感想
私は佐世保ロータリークラブで卓話できて本当

に嬉しかった。かなり緊張しましたが、良かった
です。貴重な時間を頂いて誠に有り難うございま
した。
私は大学を卒業した後に、神戸大学大学院に進

学し、貿易の知識を高めながら、金融取引・会
計・企業組織などをしっかり勉強したいと思って
います。将来、日本で学んだ知識を活かして、日
本との貿易をしたいです。日本とベトナムの掛け
橋になって、少しでも日本とベトナムの経済に貢
献したいと思っています。
私が奨学生になってから、あっという間に1年

半が経ちました。この1年半は私の人生において、
短い時間ですが、人生が大きく変わった1年半で
した。奨学生になって経済的な面だけではなく、

精神的な面も支えられているので、勉強に集中す
ることができました。そのおかげで、いい成績を
とって、学科のトップ３に入りました。さらに、
現在の目標を達成することもできました。ロータ
リー会員の皆さんから頂いた奨学金のおかげで、
充実した毎日が送られています。本当に心の底か
らロータリー会員の皆さんに感謝しています。私
はロータリーの奨学生として誇りに思っていま
す。これからもロータリー米山奨学生としてしっ
かり夢を持って頑張っていきたいと思います。

梅村会長に聞かれた質問の回答：
梅村会長の質問に答えようと思いましたが、

緊張しすぎてすっかり忘れていました。家に着
いたら、やっと思い出しました。本当に申し訳
ございませんでした。

ベトナムは1858年にフランスとの戦争が始ま
り、1887年にフランスの植民地となりました。
1887年から1945年にかけてフランスに支配された
ので、ベトナムの文化はフランスから多くの影響
を受けました。特に、ホーチミン市には現在、フ
ランスの植民地時代に建てられた古典的な欧風建
造物や教会などがまだたくさん残っています。ホ
ーチミン市の町並み
もフランスっぽいで
す。現在、ホーチミ
ン市には多くのフラ
ンス人及びベトナム
とフランスのハーフ
が住んでいます。


